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開院記念日
８月１日の開院記念日にあたり、８月３日(月)に
全体朝礼が行われました。
例年の全体朝礼は、全職員が集合して行われます
が、新型コロナウイルス感染症の感染対策の為、
ＴＭ・各所属長・各表彰受賞者のみの出席となり、
いつもとは雰囲気の違った朝礼となりました。
茶川院長より、開院記念にあたっての挨拶があり
ました。
「当院は、平成５年８月１日に開院しました。
今月から開院２８年目に入ることになります。
私は、当院の開院時には今の岩国市立美和病院
に勤務しており、患者さんをよく紹介しておりま
した。その後、岩国保健所に勤務していた時は、
立入検査や地域リハビリ活動などで当院と関わり
がありました。
平成１７年から当院に勤務することになり、今
年で１６年目になります。よって、私は医師会病
院を、外側からと内側からと、開院以来２７年間
に渡って関わってきたことになります。
私が医師会病院の来た時には、医師数は私も含めて２１人であり、経営は安定してい
ました。その後次第に医師数が減少し、経営が厳しい時期がありました。このような状
況の中、岩国地域に必要な医療を提供できるように、急性期病床の多くを地域包括ケア
病床へ変更しました。さらに、今一緒に働いている医師をはじめ、すべての職員が一丸
となって患者さんに対して安全で良質な医療が提供できるよう取り組みました。そのこ
とにより、地域の医療機関や市民の皆さんに今まで以上に信頼される病院となり、その
結果として多くの住民の方にこの病院を利用していただき、３年前から経営的にも安定
してきました。
今年度は病院機能評価を受審することになっています。当院は、医療安全対策・院内
感染対策など、様々な活動をすでにしっかり実施していますが、外からの評価を受ける
ことも大切だと考えますので、今まで取り組んできたことを継続していきましょう。
今年度の病院目標の『笑顔と元気で地域貢献』の気持ちで、これからも一緒に頑張りま
しょう。」
今年は、継続勤務２０年目の５名
と１０年目の１０名が勤続表彰され
ました。
また、山口県看護協会会長表彰・
山口県健康福祉功労者（優良看護職
員）知事表彰・山口県病院協会令和
２年度病院優良職員表彰も合わせて
行われました。
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令和2年度山口県看護協会会長表彰
看護部長

安永

彰子

この度、令和2年度、公益社団法人山口県看護協会長の表彰
を頂きまして、驚きとともに、身に余る光栄を感じています。
長年にわたり、医療安全推進委員や地区理事など山口県看護
協会の役員をさせて頂く事が出来たのは、地域の看護職の協力
はいうまでもありませんが、医師会病院の皆様の看護協会事業
に対するご理解とご支援のおかげだと感謝しております。
今後も、医師会病院の看護師の一人として、看護の力を発揮
し健康な社会づくりに貢献できるように、安全・安心な地域を
つなぐ活動をしてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたし
ます。

令和2年度山口県健康福祉功労者
（優良看護職員）知事表彰
透析室

看護師長

宮本

みどり

この度は優良看護職員知事表彰をいただき有難うございます。
思えば43年！前職では院長並びに皆さんに支えられて28年近く
透析医療と看護に携わることができ深く感謝している次第です。
当院では経験を活かす立場で、介護を抱えたワークライフバラ
ンスを配慮していただき感謝いたします。限られた看護師人生で
出来ることを行い貢献できればと思います。

山口県病院協会
令和２年度病院優良職員表彰
放射線部

診療放射線技師

林

達夫

この度は病院優良職員表彰を頂きありがとうございます。
2000年に当院に就職し20年が経ちましたが、ここまででき
たのもいろいろな方に支えられたおかげだと感謝しています。
これからも健康に気をつけ、知識や技術の向上に努め、病院
の発展に尽くして参りたいと思います。

山口県病院協会
令和２年度病院優良職員表彰
総務課

福田 英雄

このたび優良職員として表彰して頂きました。大変名誉で
ありますが自分がそれに値するか、正直心苦しく思ったりも
しています。
入職後1年間救急事務を務めた後、総務課に移ってからは
用度を中心に管掌する業務が広がっていきました。大変に思
う時もありますが少しでも病院に貢献出来るよう微力を尽く
して参りたいと思います。
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FIVE ARCHES
昨年の４月に結成し、部員もだんだんと増え、多い時には１７名
の職員やその家族が参加しています。
活動を通して日頃の運動不足やストレスの解消だけではなく、
普段あまり関わることのない他部署の職員同士の親交を深める
ことができています。
３月には部員で色やデザインを決めたユニフォームが完成し、
お揃いのユニフォームを着てバスケットボールを楽しんでいます。
ご興味のある方は、総務課の水谷までご連絡ください。

ゴルフ同好会では、職員やご家族の親睦のために１年に
１回のゴルフ大会と、月に１回の練習会を行っています。
緊急事態宣言を受けて活動を休止していましたが、感染
対策に気を付けながら６月から再開しました。秋には、
ゴルフ大会を企画する予定です。バンカーレーキを触ら
ないように足でならすなど、“ニューノーマル・ゴルフ“
になるかもしれません。結果はまた、本誌で報告します。
ゴルフ同好会

事務局

宗内智和

卓球部は、８月より３密を避けマスク着用で活動を再開しました。仲良くラリー練習を
したり、試合形式では本気でスマッシュを決めたりもして楽しんでいます。
左の写真のステファニーちゃんという愛称の練習マシーンも一員として親し
まれています。かわいい名前ですが、ピン球の発射速度は56～60km/ｈで、
発射回転角度の変更も可能な上、自動首振り機能も備えた強者です。
活動は月数回不定期に行っていますので、
ご興味のある方は、総務課の川村まで
ご連絡ください。
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安全Topics

患 者 安 全 啓 発 小 部 会

☆「あなたの状態」で当てはまるものに○をつけてください。

半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか？
※さきいか、たくあんなど
① はい

② いいえ

① はい にチェックが入ったら…

歯と口の健康を守りましょう
「固いものが食べづらくなった」「活舌が悪くなった」などの口腔機能の
衰えは、オーラルフレイルと呼ばれ、老化の始まりを示すサインと言われ
ています。
噛む力が弱く舌の動きが悪くなると、固いものを敬遠し、柔らかいもの
ばかりを食べるようになり、噛むための筋力が低下し、さらに噛む力が
衰えるといった悪循環に陥ります。
その結果、栄養が取りづらくなったり、食欲が低下したりと全身の健康に
悪い影響が出ることもあります。しっかり歯と口のケアをして健康を守り
ましょう。

健康状態の悪化
来月は『”健康いきいき“10のポイント～ポイント④口腔の機能編②～』について掲載予定です。
当院のホームページに、 皆さんの健康維持・増進の手助けとなるようにと作成した
『健康づくりパンフレット』を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
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医師会病院

部署紹介リレー
第 16 弾

診療録管理室

部署概要
人員：

診療録管理室長（医事課長兼務） 1 名
事務職員
2名
内 診療情報管理士：3 名
内 専従診療記録管理者：1名
内 院内がん登録初級認定者：3名

診療録管理室は、医師の診療録をはじめ、診療に関する諸記録の適切な保管・管理と
質向上、診療情報の適切な利用を目的として設置され、平成26年4月より診療録管
理体制加算1の体制を整えております。患者さんの診療の記録が適切に記載されてい
るか、診療報酬の根拠となる医療行為が正しく記載されているか、必要な書類が残さ
れているかなど、診療記録の適切な管理が求められており、医師をはじめとするメ
ディカルスタッフが適切な記録を行うことができるよう支援する役割を担っています。
昨今の医療制度の中では機能分化と連携が求められています。この医療連携には診療
情報が必要不可欠であり、適正な管理と利用促進をもって地域の医療に貢献したいと
考えております。
また、個人情報の保護に関する法律に則り、個人情報の適正な取り扱いに努め、患者
さんの大切な情報が漏洩したり、失われたりしないよう細心の注意を払って業務を
行ってまいります。
診療録管理室長 宗内智和

業務内容
入院外来診療録の保管管理
診療録の貸し出し・回収・返却（アリバイ管理）
入院診療録の量的・質的点検
退院時サマリ作成の督促
国際疾病分類に基づくコーディング業務
診療記録の監査
診療記録開示
全国がん登録
各種統計 他

平成31年度
月平均退院患者数126名
退院時要約作成率 97.1％

診療情報記録の保管管理
医師法第24条第2項は診療録の保存期間を5年間と定めています。また、療養担当規則では
診療に関する諸記録の保存期間を3年間と定めております。当院では、診療記録を最終来院
日から10年間保管しています。（輸血・血液製剤を使用したものは20年間保管。）
ただ保管するだけではなく、どこに誰の・何時の診療情報記録が
あるかを把握し、必要な時に直ちに取り出せるように保管しています。
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診療記録の量的点検・質的点検
診療記録は、決められた綴り順に並び変え、必要な書類の有無、必要な記載やサインの
有無などの確認・点検をしています。必要な書類作成がない、記載の不備等があれば、
関係部署に作成や記載を依頼します。
また、記載されていることに整合性がとれているか、診療報酬算定のために必要な記録
など、診療記録の内容についても確認・点検を行っています。

診療記録の監査
病院機能評価受審に伴い2014年12月より開始しま
した。現在は週に１回、診療部長、病棟看護師長、
セラピスト、診療情報管理士が集まり、一定の基準を
もとに診療記録の内容について監査を行っています。
多職種で、記載されている記録を共有することができ
ます。内容はまとめて、院長・診療録管理委員会へ
報告、フィードバックしています。

平成31年度カルテ監査実施件数47件

診療録の開示
患者さんや弁護士等から診療録の開示を求められることがあります。診療録の開示とは、
患者さんの要求に応じ、診療記録を閲覧に供する・診療記録の写しを交付することを
いいます。個人情報保護法等に準じた規定にそって、遅滞なく開示（当院は診療記録の
写しの交付のみ）を行います。

全国がん登録
がん登録等の推進に関する法律に基づき、原発性のがんについて必要事項を登録し、
山口県に届出を行っています。

診療記録の点検をしていると重箱のすみをつつくような仕事だなあと思うことは
あります。そんな時見つけてくれてありがとうと言われると嬉しくなります(*^-^*)
診療録管理室は、患者さんと面と面で接することはほとんどありません。
ですが患者さんの対応をされる多くのスタッフが 患者さんのことを記載した記録を、
大事に大切に扱っていきたいと思っています。
（m&mのふたりごと）
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令和 ２年 ８月 １日現在

(午前中のみ)

月
総合診療科

火

川口 憲二

大上 泰生

大上 泰生

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

大上 泰生

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

＊毎週木曜日(9時～16時半)に診療を 行っています

福田 雅通

福田 雅通

福田 雅通

＊糖尿病教室は、毎週月・木曜日、第２･４金曜日の
15時から行っています

福田 雅通

福田 雅通

佐本 征弘

福田 雅通

古賀 まゆみ

中藤 嘉人
(午前)

福田 雅通

中藤 嘉人

古賀 まゆみ

福田 雅通

中藤 嘉人

熊野 健一

熊野 健一

(午前)
(再診のみ)

(午前)

(午前)

＊毎週 火曜日・金曜日のﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ(痛みの外来)は
予約も可能です
（第1･第3）
急患や火･金曜以外の診療については、医療連携室
原田 英宜
または直接 熊野健一へお問い合わせ下さい
(山口大学)

＊第1･第3土曜日(9時～12時半)は完全予約制のため
医療連携室へお問い合わせ下さい
＊毎週水曜日(9時～12時半)に診療を行っています
（対象年齢：16歳以上）
＊完全予約制のため、医療連携室へ詳細はお問い合わせ下さい

金谷 雄平
(広島大学)

貴船 雅夫

茶川 一樹

＊紹介状を必ずお持ち下さい

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

(午前)

熊野 健一

貴船 雅夫

＊血管造影は、金曜日の午後に行っています

＊毎週水曜日(13時半～16時半)に診療を行っています

(山口大学)

脳神経内科

整形外科

川口 憲二

佐々木 輝昌

緩和ケア内科

ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ内科

土
＊毎週月曜日(9時～12時半)に診療を行っています

泌尿器科

小児科

金

(広島大学)

糖尿病内科
血液内科

腎臓内科

木

小林 知貴

消化器内科
（肝臓）

循環器内科

水

茶川 一樹

清水 元晴

消化器外科

＊救急と予約診療以外は 午前中 にお願いします

筒井 慶二郎

＊入院等必要のない外来で完結する患者のみ、
詳細はお問い合わせ下さい

（第1）

貞廣 浩和
（第3）

＊毎月第１･第３土曜日(10時～12時半)に診療を行っています

杉本 至健
脳神経外科

(山口大学)

（第２）

井本 浩哉
(山口大学)

放射線診断科

有吉 彰子

リハビリ科

繁冨 頼雄

(山口大学)

交替

亀田 ふみ

松本 彰紘

茶川 治樹

(山口大学)

療育

古賀 まゆみ

茶川 治樹

古賀 まゆみ

＊完全予約制のため、放射線科受付(21-3224 )へ
詳細はお問い合わせ下さい

交替

伊原 研一郎

森脇 宣允

柳居 理絵子
松本 彰紘

森脇 宣允
木村 浩彰

(広島大学)

(広島大学)

茶川 治樹

茶川 治樹

(広島大学)

古賀 まゆみ

★ 救急は、この限りではありません
★ 紹介状は必ずお持ち下さい

＊毎月第２土曜日(9時半～12時)に診療(機能的脳外科)を
行っています(要予約)

(山口大学)

＊初診の場合は、必ず 予約が必要です

＊完全予約制のため、療育センター（24-0168 ）へ
詳細はお問い合わせ下さい

※ 土曜日の午前中は、病院医師１名の当直体制となっています

＊ 医療連携室電話番号： ☎（0827）21-3225

医療相談室についてご案内

救急センター

疾病に関する医学的な質問、医療安全、医療費、各種申請書、各種証明書、
入院生活、健康診断結果等の健康管理に係る相談、保健福祉サービスに関
する相談等について、医療安全管理者・看護師・薬剤師・社会福祉士等の
各担当者がご相談に対応します。
本館１階受付にお気軽にご相談ください。
受付時間：9：00 ～ 17：00（平日）
9：00 ～ 12：00（土曜日）

岩国市医療センター医師会病院 救急センターは、
下記の時間に診療を行っています。
休日・夜間のお問い合わせは、救急センターに
お願いします。
平日・土曜日：19：00 ～ 22：00
日曜日・祝日： 9：00 ～ 22：00
電話番号：０８２７－２１－１１９９

携帯電話でアクセス！

左の２次元バーコードを
携帯のカメラで読み取り、
携帯電話に登録できます。

編集・作成：岩国市医療センター医師会病院 院内広報委員会

